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Guidelines for Applicants
１．研究分野および業務内容 Research Field and Position Information
長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス（TMGH）研究科は，総合的アプローチにより世界
の健康問題の解決をめざす「グローバルヘルス領域」での国際的研究を推進し，世界の健康改善に貢
献し，国際的に活躍できる人材を養成することを目的としています。本研究科は，
「熱帯医学コース」
，
「国際健康開発コース」
，および「ヘルスイノベーションコース」の３コースからなり，全ての授業
を英語で実施します。
Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global Health (TMGH) was established in order
to meet the pressing need to cultivate human resources who will solve global health challenges
employing innovative, comprehensive, and transdisciplinary approaches.
TMGH offers three courses; the Tropical Medicine course (MTM), the International Health
Development course (MPH), and the Health Innovation course (MSc). All teaching at TMGH is
conducted in English.
この度，グローバルヘルス分野の助教候補者として，グローバルヘルス領域での教育・研究・実践
に積極的・主体的に挑戦する若手研究者・実務者を若干名，募集します。
We are seeking for qualified candidates who are young researchers/ strategist to fill assistant
professor positions who are proactively challenging education, research, and implementation in
global health on their own initiatives.
基本的に，熱帯の発展途上国等を中心としたグローバルな公衆衛生学的活動や国際保健・医療協力
に熱意のある方を採用したいと考えています。分野を細分して募集しませんので，疫学，生物統計学，
熱帯病の臨床を中心としたアプローチ，栄養学，環境衛生学，社会科学や生物・社会人類学的アプロ
ーチ，工学的アプローチ，開発経済学，政策科学まで広い専門分野からグローバルヘルスの教育・実
践・研究を目指す方の応募を期待しています。
We are looking for individuals with a passion in global public health, international health or medical
cooperation in tropical developing countries. We will not specify particular disciplines for their post,
but will receive applications from candidates who aspire to education, research and implementation in
global health through multidisciplinary approaches such as epidemiology, biostatistics, tropical clinical
medicine, nutrition, environmental health, social science and social anthropology approach,
engineering for health, development economics, and health policy science.
当該助教は，グローバルヘルスの研究・実践とともに，修士課程および新設予定の博士課程の授業・
セミナー・実習等の教育に関与し，修士研究や博士研究の指導を補佐していただきます。また研究科
の運営にも助教としての責任を持っていただきます。
This position will be involved in teaching through classes, seminars, and practicals in laboratory
and field in master and doctoral courses and assistance of master and doctoral supervision. The
successful candidate will also participate in the administration of the school.
なお，１名は，長崎大学が国立国際医療研究センター（NCGM 住所：東京都新宿区戸山１丁目
21-1）に設置した NCGM サテライトでの教育等を担当していただくため，東京勤務になります。
One of the successful candidates will be working at National Center for Global Health and
Medicine (NCGM) in Tokyo (address: 1-21-1 Toyama, Shinjyukuku, Tokyo) to be involved in
teaching there.
２．職種
助教（有期雇用）
Position: Assistant professor (fixed-term)
３．雇用期間
採用日から５年間
Term Duration: 5 years
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４．採用予定時期

平成３０年４月以降

Starting date: From April, 2018
５．応募資格

関連分野の博士学位または同等の能力を有すること

Qualifications: Ph.D. in a relevant topic or equivalent
６．提出書類
Required Application Document:
① 履歴書（適宜様式） 1 部
Resume / curriculum vitae with photograph
② 業績目録（別紙様式１） 1 部
Publications List (Attachment 1)
③ 競争的資金獲得状況（別紙様式２） 1 部
Competitive research funds (Attachment 2)
④ 学術論文の主なもの 10 編の別刷
Copies of main published papers (maximum 10)
⑤ 本研究科に採用された時の抱負（Ａ４ 2 枚以内，様式自由）
Future aspirations at Nagasaki University (free format, A4 size paper, 2 pages maximum)
⑥ 参考意見聴取候補者 3 名以内（所属，氏名，連絡先を記載してください）
Three references with their contact information (affiliation, name, telephone number)
７．提出期限

平成３０年２月８日（木）
〔必着〕

Submission deadline: Feb. 8, 2018 (Thursday)
８．提出先 〒852-8523 長崎市坂本１丁目 12-4 長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科長 宛
Submit documents to:
Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global Health, Dean
〒852-8523, 1-12-4 Sakamoto, Nagasaki City, Nagasaki
※封筒には，
「助教候補者応募書類在中」と朱書きし，簡易書留でご送付ください。
※Please write “Application documents for Assistant professor position” in red beside name of
addressee.
９．問い合わせ先

長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室

Inquiries: Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global Health Office
TEL: 095-819-7008

FAX: 095-819-7892

TEL: 81-95-819-7008 / FAX: 81-95-819-7892

E-mail: tmgh_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp
※本研究科の情報については，HP「http://www.tmgh.nagasaki-u.ac.jp/」をご覧ください。
※To learn more about TMGH please visit http://www.tmgh.nagasaki-u.ac.jp/
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１０．その他
Other
・国籍は問いませんが，選考の過程で，本研究科にお越しいただき，日本語または英語で講演，
インタビューを実施する場合がありますので，あらかじめご承知おき願います。
Although applicants will not be asked their nationality, the successful candidate may be required to give
lectures and interviews in Japanese or English at Nagasaki University due to the selection process.
※長崎大学は，
「男女共同参画社会基本法」の趣旨に則り，男女共同参画を推進しています。
「業績と能力」が同等であると認められる場合は，女性を積極的に採用します。
*Nagasaki University promotes the fair treatment of both women and men and fully complies with the
government’s law against gender discrimination (“男女共同参画社会基本法”). In cases of equal
qualifications and ability, the University actively hires women as part of affirmative action to
encourage workplace gender balance.
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